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はじめに
夢のような祭りの場へようこそ︒
著者のひとり︑矢野俊策でございます︒
本書は﹃グランクレスト・リプレイ・ライブファンタジア﹄及び︑
﹃ライブファクトリー﹄

●ファクトリーサイド

朴訥で情に厚い青年︒シャチの姿になると︑人の言葉を喋れなくなる︒

ある日突然︑邪紋を得てしまったアーティスト︒シャチのような姿になる︒

▼オルカ︵プレイヤー 石踏一榮︶

ファーガルドの諜報を一手に引き受けているが︑たまにやりすぎることも︒

カタリナに仕えているアーティスト︒拷問のスペシャリストである︒

▼マルタ︵プレイヤー 深見真︶

なぜか呼び出す魔物は触手に関連するものばかり︒

数百年前の人物であり︑かつての英雄〝聖女セレリア〟の仲間であったらしい︒

どこからともなく現れた︑謎のメイジ︒記憶は失っている︒

▼ヌル︵プレイヤー 賀東招二︶

明るく元気のいい少女であるが︑大トカゲなど不思議なペットを溺愛している︒

父の後を継ぎ︑ファーガルドを弟と共に治めるロード︒

▼カタリナ︵プレイヤー 深遊︶

●ファンタジアサイド

では本編に入る前に︑両サイド総計八人のキャラクターを紹介しましょう︒

に激突︒その様子を是非ご覧ください︒

ファンタジアを︑ＭＦ文庫Ｊを代表するクリエイターたちが︑グランクレストの世界で遂

上巻︑
﹃決戦のプレリュード﹄の前哨戦を経て︑ついに両サイドが今回顔を合わせます︒

の続編にあたります︒
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▼ニーナ︵プレイヤー さがら総︶
まだ幼さの残る少女であり︑どうにかして聖印を捨てられないかと悩んでいる︒

国から逃げてきたロード︒ひょんなことからメディニアのロードになる︒
働きたくない︑を標語とする﹁ニートなロード﹂
︒略してニード︒

寡黙で冷静な少女︒情も薄いが︑少しずつ変化が現れている︒

メディニアに雇われている傭兵︒異界の武器〝銃〟を使う︒

▼インク︵プレイヤー 硯︶

奔放な性格であり︑よくスティアに手を出している︒

たまたま出会ったニーナを気に入り︑彼女の友達としてメディニアに居着く︒

風来坊のアーティスト︒さまざまなものに変身する能力を持つ︒

▼プロテア︵プレイヤー 平坂読︶

ニードになる前のニーナに憧れており︑彼女を半ば強引にメディニアのロードにした人物︒

メディニアに仕えているメイジ︒趣味でメイドの姿をしている︒

▼スティア︵プレイヤー 志瑞祐︶
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ＧＭ はい︑なので前哨戦セッションについてはプレイ中の情報を参考にしてください︒相

ニーナ ガチだ⁝⁝眄 ガチな人ばかりだ⁝⁝眄

スティア 何があるかわからない以上︑情報は渡したくありません︒

ヌル 教えたくないですねぇ︒せっかく新魔法を用意していただきましたし眄

にレベルアップを行ってますが︑その内容は教えたくないですよね眤

ＧＭ お互い︑秘密にしたい部分もあると思います︒例えば両者とも︑前哨戦セッション後

ニーナ お︑おお︑内緒に⁝⁝︒

ＧＭ この前哨戦のあらすじですが⁝⁝︑あえて内容は伏せたままで進行させます︒

この時︑上巻﹃決戦のプレリュード﹄はまだ発売されていませんでした︒

ＧＭ そうですそうです︒そのセッションで︑互いに何があったのか︑皆さんは知りません︒

インク 悔しい思いをした⁝⁝︒

スティア 前の︑ミニセッションのことですね眤

このセッションの前に︑それぞれ前哨戦のセッションを行っています︒

ＧＭ はい︑こんな機会無いですから眄 ⁝⁝さて︑シーンを始める前にいくつか確認を︒

プロテア 本気ですね⁝⁝︵笑︶
︒

てあります︒内緒話をしたいときなどにお使いください︒

ＧＭ あ︑今日は両勢力だけで会話がしたいときなどのために︑もうひとつ会議室を押さえ

マルタ 広い会議室が︑だいぶ手狭に見えますね︒

ヌル なんとも壮観ですなぁ︒

がついにやってきました︒

ＧＭ ︵卓を見回して︶今日はプレイヤー八人がそろったセッションでございます︒この日

一同 よろしくお願いしますー︒

ＧＭ それでは︑本日のセッションを開始したいと思います︒

◆シーン０◆はじめる前に
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一同 よろしくお願いしまーす眄

ＧＭ まあ︑その辺はセッション中に︵笑︶
︒それでは︑セッションを開始しましょう眄

ニーナ コワイ眄

インク これが噂の拷問屋⁝⁝︒

マルタ 聞き出しますよ︒いかなる拷問を使ってでも︒

手方ＰＣから聞き出したりすると詳しく聞けるかもしれませんね︒
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ヌル こっちは︿混沌知識﹀ですねぇ︒

マルタ では私は︿知覚﹀で︒

値の合計から︑探索の進行具合を決めます︒

ＧＭ ︿知覚﹀
︑
︿混沌知識﹀
︑
︿霊感﹀から好きなものを選んで振ってください︒全員の達成

オルカ 何で判定をすればいい眤

カタリナ そうだよね︒そう来るよね︒

ティ全員で判定をしてもらって決めましょう︒

ＧＭ はい︒インクの言うとおり︑どれぐらい遺跡の探索が進んだかは︑ファーガルドパー

インク そううまく行くのかな眤

ヌル ふははは︑これでクレストを入手すればぶつかることなく問題解決眄

スティア あっ︑そういう手に出たんだ⁝⁝眄

略に乗り出しています︒軍勢は置き去りに︑まず遺跡に来たという感じですね︒

ＧＭ はい︒今四人は〝聖女の遺跡〟の入り口に拠点を作り︑随伴二名の兵士と共に遺跡攻

マルタ とにかくスピード重視で〝聖女の遺跡〟に来たんですよね︒

カタリナ そんなことしてたっけ眞︵笑︶

オルカ キャンプファイアーとかした記憶がある︒

ヌル えーと︑どんな状態でスタートでしたっけか眤

カタリナ よーし︑がんばろう︒

ＧＭ では︑最初のシーンはファーガルド側から︒

だが︑遺跡にやってきて三日︒未だクレストはその姿を見せずにいた盻眇︒

かの遺跡に眠るクレストを入手し︑メディニアの陰謀を砕くために︒

ファーガルドを救った四人は︑いち早く〝聖女の遺跡〟にやってきていた︒

カタリナ︑ヌル︑マルタ︑オルカ︒

◆シーン１◆遺跡の探索︑そして盻眇︒

18

ヌル ︵計算して︶合計は盻眇 ︑ですかね︒

めいめいにサイコロを振り︑達成値を算出するファーガルドパーティ︒

ＧＭ では判定をしてください︒

カタリナ オルカと同じー︒

オルカ どれも自信はないが︑
︿知覚﹀がまだマシだ︒
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56

マルタ ちょっと振るわなかったかな⁝⁝︒

マルタ ヌル︑あなたは聖女の仲間だったのなら︑この仕掛けはわからないの眤

ヌル そうかもしれませんねぇ︒

オルカ 鍵か何かが必要︑とかか眤

カタリナ ようやくここまで来たのに⁝⁝眄

ら始まります︒封印はいくら叩いても︑魔法をぶつけてみてもびくともしない︒

ＧＭ というわけで︑シーンは王城の目の前︒城門に施された封印を前にしているところか

マルタ あって損をするものではないかと︒

カタリナ 意味あるのかなあ︑これ︵笑︶
︒

ヌル はっはっはっは眄 早い者勝ちです眄

ニーナ あっ︑ずるいのじゃ眄︵笑︶

ヌル ではこの踏破したところまでは︑ファーガルドの旗を立てて領有権を主張しましょう︒

ＧＭ そうですね︒魔境〝樹竜の森〟はどちらの国にとっても脅威でしたので︒

ものでもないんでしたっけ眤

大きさがあるのでしょう︒ところでこの遺跡って︑ファーガルドのものでも︑メディニアの

ヌル 聖女セレリアが生きていたころに使ってた都市︑という話ですからねぇ︒それなりの

マルタ どちらかというと︑思ったより遺跡の規模が大きい⁝⁝︒

カタリナ うわあ︑思ったより進んでない眄

これでもか︑という防衛機構がカタリナたちを妨害したからだ︒

って道がかわる通路︑召喚魔法によってガードモンスターを呼び出すトラップ⁝⁝︒

建造物に見せかけたゴーレム︑
〝樹竜の森〟から居着いたらしき食獣 植物︑錬成魔法によ

カタリナたちは城門から入り︑三日かけてようやく城下町を突破したところだった︒

クレーターの底にあるのは朽ちかけた城壁︑城下町︑そして中央には王城︒

〝聖女の遺跡〟とは呼ばれているが︑その正体は﹁城塞都市の遺跡﹂に他ならない︒

ＧＭ ふむ︑では現状はこんな感じです︒
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なら⁝⁝⁝⁝︵サイコロを振る︶
︒はっはっはっはっは眄 こりゃひどい︒

22

ヌル 達成値は 眄 いやあ︑全然覚えてませんねぇ︒

オルカ ︵出目を見て︶ほとんど１か︵笑︶
︒

ヌル

ＧＭ そうですね︒判定してみましょうか︒
︿意志﹀でお願いします︒難易度は で︒

ヌル ︵ＧＭに︶どうなんでしょ︒
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マルタ くっ︑肝心な時に⁝⁝眄︵笑︶
︒

15

ＧＭ しかし︑思いだせることはあるのですよ︒封印の手がかりではないにしても︒
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ヌル おや︒またフラッシュバックですか︒

ヌル まーた︑たくさん情報が出てきた気がしますねぇ︒⁝⁝とりあえずみんなに︑
﹁また

ＧＭ そう言ったところで︑フラッシュバックは途切れます︒

﹁ブランシュを︑封じねば盻眇﹂

男はうなずく︒

﹁⁝⁝そう︑だな︒セレリア様のためにも﹂

﹁バルト︒人でなくなっても︑この身が消えても︑我々の使命は果たさねばなりません﹂

若干の不安︒しかし︑ヌルは静かに答える︒

﹁だがそうなれば︑俺は人の姿を保てないかもしれん﹂

視線は城壁の外盻眇立ちこめる白い霧に向けられている︒

男はヌルに言う︒その声に含まれるのは信頼と︑焦り︒

﹁こうなっては︑最後の手段を取る他無い﹂

ＧＭ 主張は自由ですね︵笑︶
︒では続けましょう︒

ヌル であればこそ美しいのです︒

カタリナ ヌルと同じ姿だったでしょ眄︵笑︶

ヌル なるほど︑あの美しく強い魔法師と共に現れた⁝⁝︵笑︶
︒

ＧＭ そうですね︒あの竜の力を使った男です︒

オルカ こいつは︑ヌルそっくりのヤツと一緒に現れた邪紋使い眤

いる︒彼がその邪紋を使い︑竜に変化することをヌルは知っている︒

筋骨隆々とした男の半身には︑おびただしい邪紋︒その右眼は︑は虫類のソレに変わって

王城から正門に向かう通りを︑ヌルはひとりの男を伴って歩いている︒

まだこの王城が︑この都市が朽ち果てていなかったころ︒

ＧＭ なにせ聖女の遺跡ですからね︒さて︑浮かんでくるのはこんな光景盻眇︒

22

マルタ 自分が当事者のくせに︵笑︶
︒

ヌル ま︑伝説ですからな︒何がどうなっていてもわかりませんよ︑はっはっは眄

カタリナ そう︑なの⁝⁝かなぁ眤

オルカ 竜の力を使う︑と言っていたし︑聖女の従えていた三匹の竜のひとりなのか︒

マルタ とりあえず︑前に出てきたあの邪紋使いはヌルの昔の仲間だと︒

思いだしたんですが﹂と︑今の話を伝えます︒
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プロテア ︵スティアに︶ねえねえ︑バルトってさ︒
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スティア はい︑やはり気になりますわね⁝⁝︒

ＧＭ と︑続いてもうひとりの兵士が走ってきます︒
﹁カタリナ様眄 西方より軍接近中眄

マルタ まずいな⁝⁝︒

ヌル 囲まれたら逃げることもできないですね︑これ︒

ＧＭ メディニア軍は普通に準備をして︑戦力を派遣してますから⁝⁝︑数百人規模ですね︒

ヌル 向こうの軍の規模によりますが⁝⁝︒

オルカ このままだとどうなる眤

マルタ しまった︑時間をかけ過ぎたか眞

カタリナ うえええええええっ眄

﹁東より軍が迫ってきております眄 旗印は獅子に花冠眄 メ︑メディニア軍です眄﹂

兵士はごくりと喉を鳴らし︑叫ぶように言った︒

ＧＭ ﹁そ︑それが⁝⁝︑それが盻眇眄﹂

カタリナ どうしたの眤

慌てて駆け込んできます︒
﹁カタリナ様眄 い︑一大事でございます眄﹂

ＧＭ と︑その時に︒連れてきた兵士のひとり︑寝泊まりしている拠点を見張っていた方が︑

マルタ そうですね⁝⁝︒

カタリナ んー︑そうすると別の場所を探してみる眤

オルカ 他に何か思い出すとしても︑探索が必要か⁝⁝︒

ヌル ともあれ︑この封印を解く手がかりにはなりませんでした︒

ＧＭ ですね︵笑︶
︒この話を聞けたら是非想像してください︒

プロテア もっとも︑あたしたちはこの情報をまだ入手してないんだけど︵笑︶
︒

ニーナ あー︑ありそうじゃのう︒

です︒

スティア 我々が倒した樹竜バルトグリューネとの繫がりがありそうで︑気になっていたの

ニーナ どうしたのじゃ眤
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ＧＭ そんなところです︒軍の規模はメディニアと同じくらいですが︑これはもともとファ

ヌル ぐわ︒これは⁝⁝置いてけぼりにしたツケですかねぇ︒

ＧＭ ﹁ただ︑進軍は遅れております︒メディニア軍の方が早くこちらに到着します眄﹂

オルカ ナイスタイミングだ︒

カタリナ ネールバウアーのおじさま眄

おそらくネールバウアー将軍かと眄﹂

激突のバトルフィールド

ーガルドの方が軍の人数が多いからですね︒
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マルタ 準備もそこそこに出陣したわけですね︒それでもありがたい⁝⁝︒

ＧＭ では︑一旦カメラをメディニアの方へと向けます︒

結果として兵力の損傷を最小限に抑えつつ︑
〝樹竜の森〟を進んでいた︒

さらに〝森の民〟でもわからない道筋は︑ブランシュが指示︒

樹竜討伐の際にメディニアへと降った〝森の民〟の協力があったために︑その進軍は順調︒

ニーナ率いるメディニア軍は︑国を出立して順調に遺跡への道を進んでいた︒

時は少しさかのぼる︒

◆シーン２◆ファーストコンタクト

同じ聖女の国から分かたれたふたつの国は︑今まさに接触の時を迎えようとしていた︒

そんなファーガルドの焦りをよそに︑メディニア軍は刻一刻と迫り来る︒

遺跡の探索は未だ途中︒クレストの影すらも見えていない︒

ＧＭ はい︒では盻眇一旦ここでシーンを切り替えます︒

26

スティア ブランシュを仲間に入れた甲斐がありましたね︒ニーナ様︒

ニーナ おお︑素晴らしい︒

ル無く進んでいきます︒

進軍は︑エルたち〝森の民〟の協力︑さらにブランシュの導きなどがあり︑目立ったトラブ

ＧＭ 時間軸は︑
〝樹竜の森〟の中を進軍しているところから始まります︒メディニア側の

ニーナ こちらじゃな眄

激突のバトルフィールド

ニーナ 友達じゃからな眄
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インク 向こうの頼みを聞くのだから︑これくらいはしてもらわないと⁝⁝︒

ニーナ うう︑むごいのう︒申し訳ない気持ちでいっぱいじゃ︒

てませんしね︵笑︶
︒使者は馬ごと一刀両断で斬られています︒

ＧＭ まあ︑遺跡よりもさらにメディニア側なので︑ファーガルドＰＣはこの遺骸は発見し

ニーナ そうなのか︑よかった⁝⁝︒

マルタ あ︑いやすいません︒今のは冗談です︒というかプレイヤーの趣味です︵笑︶
︒

プロテア 和平など考えない︑という意思表示︑なのかな︒

インク タカ派の〝森の民〟盻眇〝白き災いの民〟の仕業でなければ︑ファーガルド眤

スティア 誰がこんなことを⁝⁝眄

ニーナ な︑なんと眄 見せしめではないか眄

マルタ ︵ぼそりと︶逆さづりにして飾ってあります︒

した︒⁝⁝で︑その殺された使者の遺骸をメディニアの面々が発見するわけですが︒

ＧＭ はい︑あれはマスターシーンだったのでちゃんと説明しますが︑サーペントの仕業で

オルカ 違う︑俺じゃない︵笑︶
︒

カタリナ えっ︑オルカなの眞

ヌル オルカ︑いつの間にそんなことを⁝⁝眄

インク 殺したのは︑水棲生物になる邪紋使い︵オルカの方を見る︶
︒

プロテア そしてマスターシーンで殺されてしまった彼だね⁝⁝︵笑︶
︒

スティア ﹁まず話し合いをしよう﹂という書状を携えた彼ですね︒

ＧＭ 進軍を開始する前に︑ニーナが使者をファーガルドへ送ったことは覚えていますか眤

プロテア おや眤

事件が起きます︒

ＧＭ さてさて︑そんな順調な進軍をしつつ︑聖女の遺跡まであと半日という場所でひとつ

マルタ 我々にとって︑あのブランシュこそ黒幕です︒お気持ちはわかります︒

カタリナ ブランシュ︑うう⁝⁝︒

ことがあると口を出す程度︒

ＧＭ なお︑進軍中ブランシュに怪しい動きなどはありません︒素直についてきて︑困った

28

18

いうところまで想像できます︒魔獣の仕業ならば遺骸を放置しておくのは変ですし︑
〝白き

ＧＭ 了解です︒では〝樹竜の森〟の魔獣や︑
〝白き災いの民〟の仕業ではないだろう︑と

インク それならば︿知覚﹀で︒⁝⁝ん︑成功︒

ＧＭ ︿知覚﹀
︑もしくは︿混沌知識﹀で判定してください︒難易度は です︒

インク これは︑誰にやられたのか調べられる眤

スティア お察しします︑ニーナ様︒

激突のバトルフィールド

災いの民〟ならば書状だけ抜き取られている理由がありません︒

29

インク 他にも切り口とかから︑不自然さを感じたというところかな︒

今は髪も肌も白い︑ 歳ほどの美少年の姿になっています︒

ＧＭ ブランシュは呼ばれるとその場に現れます︒どんな姿にでもなれるブランシュですが︑

インク まだ私は彼を信用していないので︒

ニーナ ブランシュの眤 なんでじゃ眤

インク 私はちょっとブランシュの意見が聞きたい︒

プロテア スティアはこの間からその調子だね︵笑︶
︒

スティア ファーガルドに違いありませんっ眄 和平を断るために︑切り捨てたのです眄

ニーナ ふうむ︑誰がやったのじゃろう︒

30

は︑彼らは持っていないはずだし﹂

と見回します︒
﹁
〝樹竜の森〟の魔獣や〝森の民〟の仕業ではない︑かな︒こんなに鋭い刃物

ＧＭ ﹁ふむ⁝⁝﹂とブランシュはちょこちょこと遺骸に近づき︑しゃがみ込んでしげしげ

インク ここでメディニアの使者が殺されている︒誰に殺されたか︑あなたの意見を教えて︒

の姿でいるよ︒⁝⁝で︑なんだい眤﹂とブランシュは言います︒

ＧＭ ﹁いつまでもプロテアと同じ姿だと混乱するしね︒人数も増えたから︑しばらくはこ

ニーナ おや︑その姿は初めて見るのう︒

10

インク そうね︑私も似たような意見︒

激突のバトルフィールド
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ＧＭ ﹁あとはファーガルドだけど⁝⁝︒向こうがやったのだとすると︑遺骸を放置してい

ニーナ う︑うーん⁝⁝︒困ったのう︒

インク ニーナ様︑どうする眤

プロテア ゆっくり行動している暇は無さそうだねー︒

ます︒軍の勢い非常に速く︑あと一時間以内に遺跡まで到着する見込みです﹂

ＧＭ ﹁そしてもうひとつ︒東より接近する軍勢を発見︒軍旗からファーガルドかと思われ

スティア 先行されているのですね︒

かが入り込んでいるものと思われます﹂

ます︒遺跡の入り口⁝⁝城門と思われる場所に︑ごく小規模の拠点が作られております︒誰

ＧＭ さて︑ニーナたちが遺跡を見回すと︑まず斥候が走ってきてこう言います︒
﹁報告し

カタリナ 向こうは複雑そうだなあ⁝⁝︵笑︶
︒

ニーナ ん︑んん眄 な︑何も言っておらぬぞ眄

スティア ニーナ様︑何かおっしゃいましたか眤

ニーナ ⁝⁝まずいのう︒遺跡に入ったら︑またクレストが増えてしまう⁝⁝︵笑︶
︒

プロテア さて︑ここまではやってきたけれど︒

す︒遺跡は巨大なすり鉢の底にあり︑その縁あたりにニーナたちがやってきた状態ですね︒

ＧＭ では︑メディニア軍が警戒を強めつつ進むこと半日︒
〝聖女の遺跡〟にたどり着きま

スティア はい︑ではそのように︒

ニーナ ん︑わかった︑そうしよう︒⁝⁝あと︑使者は弔っておいてほしい︒

スティア ニーナ様︑ここは警戒を強くするべきかと︒

ＧＭ さて︑ではどうしますか眤

インク まあ︑確かに︒

プロテア 理は通っているように聞こえたね︒

ＧＭ ﹁今考えられるのはこれくらいだね﹂とブランシュは言います︒

インク ⁝⁝⁝⁝︒

ば︑ニーナとインクを襲った邪紋使いとかかな﹂

るのがおかしいよね︒殺されたばかり︑というわけでもないし︒だとすると別の輩盻眇例え

32

一同 はーい︒

見つかるか︑見つけられるかを解決しましょう︒

ＧＭ では︑ここからはファーガルドチームも登場していただきましょうか︒そして判定で

ヌル 見つかるかどうかは死活問題ですからねぇ︒

カタリナ こっちはもちろん隠れたい眄

スティア というか︑遺跡の中にいる人間が誰か︑我々は気がつけるのでしょうか︒
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両軍の登場で︑場は一気に緊張する︒
まずは周囲の確認を︑と情報収集を急ぐメディニア︒
見つからないように︑身を隠そうとするファーガルド︒
運命の天秤はどちらへと傾くのか︒

ヌル ぐわ︑余計なことを眄

﹁旗が立ってるね︒あれは⁝⁝ファーガルドの旗かな眤﹂

ＧＭ ではそこにブランシュが﹁ねえ︑あそこに誰かいるよ﹂と遺跡の城下を指さします︒

ニーナ んむぅ︑みんながそう言うならば︑まあ⁝⁝︒

プロテア 出たとこ勝負も面白いけど︑保険はかけておきたいかな︒

インク 私もそれには賛成︒向こうがどういう気持ちかわからないし︒

スティア はい眄

ニーナ そ︑そんなものか眤

スティア 話すためにも眄 まずはイニシアティブを取ることが大事なのです眄

れんじゃろ眤

ニーナ うー︑そんなにがっつかなくてもよいような気もするが⁝⁝︒話せばわかるかもし

スティア 接近するファーガルド軍が見えるならば︑先に入り口付近に陣取りたいですね︒

ＧＭ 了解です︒ではメディニアはどうしますか眤

マルタ 本当にいざとなれば︵うなずく︶
︒

オルカ いざとなれば強行突破も考えよう︒

カタリナ そっか⁝⁝︒

手段もありましたが︒

ヌル 向こうの方が脚が速いですからねぇ︒王城の封印を突破していれば︑中に入るという

的に包囲されかねませんので︒

マルタ いえ︑隠れつつファーガルド軍へ合流しなければなりません︒隠れるだけでは最終

カタリナ とにかく⁝⁝隠れるの第一だよね眤

ＧＭ さて︑ではファーガルド側の行動指針を聞きましょう︒

34

︿隠密﹀
︑メディニア側は︿知覚﹀になります︒

ＧＭ というわけで︑ここでお互いに判定を行っていただきましょう︒ファーガルド側は

カタリナ し︑しまったあああああああああ眄︵笑︶

オルカ というか旗が余計だったのでは︵笑︶
︒

マルタ おのれ︑許せん︒

ＧＭ ブランシュを仲間にしたが故のアドバイスですね︒
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一同 ︵自分の能力値を確認する︶

35

ＧＭ そしてファーガルド側は城下の探索を終えているのでダイス＋１個︑メディニア側は

マルタ 私は です︒
︿隠密﹀は得意なので︒

ファーガルド側から︒

ＧＭ ⁝⁝さて︑全員終わりましたね眤 では達成値を発表してもらいましょうか︒まずは

一同 ︵めいめいにサイコロを振る︶

対するファーガルドは︑急ぎ物陰へと滑り込む︒

ブランシュの指摘に︑メディニア側は一斉に目を凝らした︒

ＧＭ では︑判定に移っていただきましょう眄

マルタ むむむ⁝⁝眄

スティア すると少しこちらが有利ですね眄

インク 私は視覚強化ができる︒発見は得意︒

ニーナ こちらも発見する能力を持っているものはいたかのう眤

ねぇ︒透明になる︽インヴィジブル︾はありますが︒

ヌル ︵キャラクターシートを見直して︶うううん︑しかし隠れられるのは自分だけですか

マルタ ここは︑なんとか切り抜けたい⁝⁝眄

ブランシュの協力を取り付けているのでダイス＋１個になります︒双方互角ですね︒

36

ヌル ︽インヴィジブル︾を使用︒魔法の達成値は ですねぇ︒これで透明になりました︒

26

26

オルカ 達成値は ︒普通だが︑これだと見つかる気がするな︒

カタリナ 出目がダメダメだった︒達成値 ⁝⁝眄

マルタ カタリナ様︑どうしました眤

カタリナ ⁝⁝⁝⁝ご︑ごめん︒

20

ＧＭ ではメディニア側はいかがですか眤

マルタ うっ︑カタリナ様が一番低いとなると盻眇︒

16

ニーナ わらわは全然ダメじゃなー︒達成値は じゃ︒
プロテア あたしは ︒
19

14

スティア ここは勝負どころと︑天運を使いました眄 達成値 です眄
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22

インク 特技を使ったので達成値 ︒マルタとヌルは見抜けなかったか︒

ＧＭ カタリナが︑メディニア側に発見されてますね⁝⁝︒

カタリナ うう⁝⁝︒

が︒まあ︑それはともあれ⁝⁝︒

ＧＭ ふむ︑ファーガルド側の達成値を超えた人はそのキャラクターを発見できるわけです

25

スティア 目を疑う︑でしょうね︵笑︶
︒

37

プロテア うん︑二度見しそう︵笑︶
︒

スティア ですので︑きちんとお話しするには周囲の三人がいないところがよいかと︒

ヌル 傍から見ると悪の幹部みたいですからねぇ︑我々︒

オルカ しまった︑ひとつも反論できない︵笑︶
︒

ニーナ そういえばそうであった⁝⁝眄

かりです︒触手に拷問︑ギョギョギョですよ眤

スティア それに思いだしてください︒カタリナ様はともかく︑その周りは恐ろしい連中ば

カタリナ そんな強引な眄︵笑︶

ニーナ お︑おう︒⁝⁝⁝⁝おう眤︵笑︶

スティア 大丈夫です眄 捕まえてからでも話はできます眄

ニーナ えっ︑しかしよいのか眤 わらわたちは話をしようと来たのに︒

スティア ︵乗り出して︶ニーナ様眄 捕まえましょう眄

ＧＭ ともあれ︑メディニアはカタリナを発見してしまったわけですが︒⁝⁝どうします眤

カタリナ 流れとか︑勢いとか︑そういうものの仕業かな⁝⁝︒

オルカ 実は我々にもよくわからない︵笑︶
︒

プロテア なぜ︑だろうねえ︵笑︶
︒

ニーナ なんでそんな人が︑遺跡にいるの眞

スティア そうです︒今の実質的トップです︒

じゃなかった眞︵笑︶

ニーナ ほうほう︑カタリナ・ファーガルドか︒⁝⁝⁝⁝ん眞 カタリナって相手のトップ

インク 多分⁝⁝⁝⁝︑カタリナ・ファーガルド︒

ニーナ わらわはわからなかったから︑普通に聞くぞ︒なんじゃ眤 誰かいたか眤

プロテア 前哨戦の行動が効いてる︵笑︶
︒

カタリナ あああ︑そんなことまで⁝⁝︒

当よく似た変装でない限りは本人だと思えます︒

ＧＭ 確証は持てないでしょう︒ただ︑ブランシュを使って外見の確認はしているので︑相

インク 本物だってことはわかる眤

38

ニーナ よいのかのう⁝⁝︒

プロテア ん︑わかった︒

インク 了解︒

ロード・カタリナを捕縛しましょう︒

スティア ︵スルーして︶ではわたくし︑プロテア︑インクの三人でそれぞれ部隊を率い︑

ニーナ わかった︒なんか変な気がするが︑とりあえずわかった︵笑︶
︒

激突のバトルフィールド
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首をかしげるニーナを尻目に︑スティアはてきぱきと指示を飛ばし︑駆けだした︒
部隊のほとんどは近づいてくるファーガルド軍の牽制に飛ばし︑精鋭の三部隊のみを遺跡

カタリナ うう⁝⁝︒

オルカ 戦うか︑逃げるか︑どうする眤 どちらでも俺はつきあうが︒

インク なぜか︑どちらもメイジが戦を煽ってるなあ⁝⁝︵笑︶
︒

カタリナ そ︑そうだ︑そうだった︒

くさんあるはず眄 そうでしょう眄

ヌル 他にも我々にとって憎っくき仇であるブランシュと手を組んだりなど︑不安要素はた

プロテア あれは︑まぁ︑仕方がないかなぁ⁝⁝︵笑︶
︒

スティア なんか変な風に受け取られてる盻眈眈眈眈眇っ眞︵笑︶

ニーナ あっ眄

ヌル 我々の留守に王城に忍び込み︑カタリナの弟アロイスを暗殺しようとしたり眄

ニーナ 卑怯な手段眤 そんなことしとらんぞ眄

ワタシたちを生け捕りにして︑ヒドイことをするつもりに違いありません眄︵笑︶

ヌル いやいやいや︑それはない眄 だってあんな卑怯な手段を使ってきたやつらですよ眞

カタリナ 話し合い︑とか⁝⁝眤

ＧＭ ペナルティてんこ盛りですね︵笑︶
︒

カタリナ 言葉から︑ひどいペナルティに聞こえる⁝⁝︒

ドは部隊を率いていない︑
〝部隊崩壊状態〟で戦うことになります︒

ＧＭ 戦闘になれば︑大規模戦闘盻眇マスコンルールで解決します︒その場合︑ファーガル

マルタ 戦うのは厳しい⁝⁝ですよね眤︵ＧＭに︶

オルカ 待ち受けるか眤

カタリナ どうしよう⁝⁝︒

ヌル 少数部隊が切り離されてこちらに来る︑と︒⁝⁝あー︑こりゃあ見つかりましたねぇ︒

ＧＭ ではファーガルド側︒メディニア軍の動きは下からでも見て取れます︒

へと連れていく︒

40

っと大事眄

カタリナ んんん︑よし逃げよう眄 ここを放棄するのはもったいないけど眄 命の方がも

ＧＭ さて︑どうします眤 メディニア軍は動き始めてますが︒

どうなるかわかりません眄

ヌル そうですね眄 逃げましょう逃げましょう眄 さっさと逃げましょう眄 囚われたら

マルタ カタリナ様︑ここはお逃げください︒
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マルタ 賛成です︒ではネールバウアー将軍の方へ脱出を図りましょう︒

41

オルカ 了解だ︒⁝⁝なかなか大変そうだな︒

そして︑狙われた誰かの判定を﹁代わりに自分が行う﹂ことができるものとします︒その場

ＧＭ で︑それに対抗するファーガルドですが︑基本的に対決に勝利すれば脱出できます︒

スティア・プロテア・インク はーい︒

ＧＭ 判定するときは︑
﹁誰を狙うか﹂を宣言してくださいね︒

マルタ その分大変そうですね︵笑︶
︒

カタリナ いい子なんだなあ︒

インク ウチの君主は信じちゃう人だから⁝⁝︒

ヌル ⁝⁝⁝⁝う︑うさんくさい⁝⁝眄︵笑︶

ＧＭ ﹁ありがとう︑ニーナ︒そう言ってくれてうれしいよ﹂

ニーナ ブランシュは友達じゃ︒ブランシュの敵だというなら︑わらわたちも戦うぞ眄

かもしれないけれど﹂

ＧＭ ﹁まあ︑あっちにはボクの宿敵であるヌルという男がいるから︑いずれはこうなった

ニーナ なってしまったのう︒

ちゃったね﹂

ＧＭ そうなりますね︒ちなみにブランシュもニーナの側にいます︒
﹁いきなり大事になっ

ニーナ わらわは判定せずに見ている形なのじゃな︒

ＧＭ ＯＫです︒

インク ︿射撃﹀で追い詰めてもよい眤

動﹀などで判定できます︒

部隊を指揮して相手を囲い込む︿軍略知識﹀か︑みずから捕まえに行く場合は︿格闘﹀
︑
︿運

ＧＭ では︑互いの方針が決まったところで処理に移りましょう︒まず捕まえる側の判定は︑

援軍にたどり着くには︑メディニアの三部隊をくぐり抜けなければならぬ︒

とるものもとりあえず︑カタリナたち四人は脱出を試みる︒

ヌル 先行したのが裏目に出ましたねぇ︒ま︑切り抜けましょう眄

42

ＧＭ ということで︑まずは順番にメディニア側からいきましょう︒誰を狙って︑なんの判

マルタ それでもありがたい︒カタリナ様は逃がせるはず︒

ったら自動的に捕まります︒

ＧＭ はい︒ただし判定できるのは一回まで︒自分が狙われているのに︑別の人の判定を行

オルカ なるほど︑ターゲットコントロールができると︒

合捕まるのは代理で判定した人になります︒

激突のバトルフィールド

定をするかを教えてください︒

43

プロテア ︵手を挙げて︶はい︑誘惑することはできますか眤

プロテア では︑特技を使って︵ダイスを振って︶達成値 ︒

オルカ ︿意志﹀は⁝⁝確かに苦手だな︒

ヌル くううううう︑なんか前回もこんなシーンがあった⁝⁝︒

マルタ 確かに魔法師のヌルは︿意志﹀は高い⁝⁝︒

プロテア 一番純朴そうで︑
︿意志﹀が弱そうだから︑かな︵笑︶
︒

ヌル なぜ眞︵笑︶

プロテア じゃあオルカに︒

ヌル ︵満面の笑みで︑謎の自己アピール︶

プロテア わからないね︒じゃあ⁝⁝︵ファーガルドＰＣを見る︶
︒

インク 役に立つか眤

プロテア じゃあそれで︒うーん︑引き連れてるふたりの兵士を捕まえてもいいけど⁝⁝︒

ＧＭ 隙を作ることならできるようですね︵笑︶
︒

ヌル あっ︑やばい見ちゃうかも眄

プロテア 魅力的な姿になって︑目を惹きつけて捕らえられないかなーと︒

カタリナ まずそこから眞︵笑︶

44

︵ま︑まずい⁝⁝意識が︑⁝⁝っ眞︶

ふわりとなびいた長い髪から︑奇妙な香気が盻眇男を惑わすフェロモンが立ち上った︒

一瞬オルカの思考が停止した隙に︑懐に飛び込んでウィンクをひとつ︒

つきに半透明の羽衣を巻き付けた︑妖艶な美女のシルエットへと︒

見る間に︑その姿かたちが変わっていく盻眇はちきれんばかりの胸を揺らし︑扇情的な腰

﹁邪紋使いか︒ ⁝⁝うおっ眞﹂

その身に刻まれた邪紋に気付き︑身構えるオルカ︒

殺到する部隊の先頭に︑薄布だけをまとった細身の少女が躍り出た︒

29

ヌル やばいやばい眄 そんな達成値は出ない眄 ︽アクシデント︾で下げる眄

プロテア 必要ならばそれでも︒

カタリナ それ︑達成値上がっちゃうんじゃない眤︵笑︶

ヌル ぽろりもあるよ眄

ＧＭ そういうアクシデント眞

マルタ ⁝⁝⁝⁝ブラジャーが取れるとか眤︵笑︶

ＧＭ お︑了解です︒
︽アクシデント︾ということは⁝⁝︒

激突のバトルフィールド

ＧＭ いやいや︑下げる効果なので︵笑︶
︒あー︑では散布されたフェロモンが︑時空魔法

45

によって乱されて一部散ってしまった感じにしますね︒達成値は になります︒
24

28

インク あ︑クリティカル︒達成値 ︒

吼え猛る黒鉄の凶器⁝⁝炸裂する火線がカタリナに迫る眄

﹁命までは取らない︒でも︑動けなくなるくらいは覚悟してもらう⁝⁝眄﹂

女傭兵の冷たい瞳が一直線に狙う先は︑大将首盻眇カタリナ︒

その魔眼が︑この場でもっとも重要なターゲットを捉えた︒

乱戦を駆け抜ける疾走体勢のまま︑異界の双銃を構えるインク︒

インク ︽神速照準︾を使って︑両手に銃を持って狙う︒

カタリナ き︑来た眄

インク 私が行く︒ターゲットはカタリナ︒

ＧＭ 野性の本能でオルカが耐えた︑と︒では次は⁝⁝︒

オルカ 魔境で食獣 植物を見ていなければ危なかった︵笑︶
︒

プロテア おっと︑それは残念︒

マルタ おお︑耐えた眄

オルカ こちらは助かった︒天運を１点使おう︒⁝⁝⁝⁝よし︑達成値は で成功︒

プロテア ちょっと残念︵笑︶
︒

46

カタリナ よ︑ はもう元から無理眄

ファーガルドＰＣ うわ盻眈眈眈眈眇っ眞

40

オルカ

なんて出るのか眤

カタリナ ヌル眞

ヌル これはしょうがない︒ワタシが代わりに受けましょう︒

40

ＧＭ おおおお︑そんな手段を︒

ヌル クラーケンを呼び出し︑インクの攻撃の身代わりにしたいのですがどうでしょう︒

ＧＭ おっ︒

ヌル いや︑これっぽっちも届きません︒ですが⁝⁝アイデアがひとつ︒

40

︻前略︑緊急超 圧縮 詠唱眄 来たりて盾となれ︑多肢の王眄︼

ヌル 結構キツイが︑それは承知︒ではクラーケンを呼び出します眄

ラーケンは使えなくなる︑という条件ならばＯＫです︒

ＧＭ ︵しばし考えて︶そうですね⁝⁝︒その使い方をする代わりに︑このセッション中ク

マルタ なるほど眄

激突のバトルフィールド
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ファーガルドの誰もが︑防ぐすべなしと絶望したその刹那盻眇カタリナとインクの間に︑

スティア ︵うなずいて︶では︽クールインテリジェンス︾を使って︑達成値は 眄

インク 殺すのが目的ではないものな︒

スティア わたくしは︿軍略知識﹀で眄 広範囲攻撃魔法とか撃つと危ないので︒

ＧＭ ではインクの銃弾がクラーケンに止められ︑最後はスティアですね︒

インク 変な誓いが立てられた︵笑︶
︒

ヌル クラーケーン眄 仇は取ってやりますよ眄 あの女をいつかヌルッヌルにしてやる眄

﹁旦那⁝⁝俺︑あんたと一緒に戦えてよかった⁝⁝﹂

巨体が急速に薄れ︑混沌に拡散して消えてゆく︒

その身に無数の銃弾を浴び︑地響きを立てて倒れ伏すクラーケン︒

﹁うおおおっ眄 俺はやるぜ︑俺はやるぜ眄 旦那のためならこの命惜しくはないぜ眄﹂

巨大な海魔が瞬間投影された︒

48

カタリナ それに眤

マルタ 大丈夫です︒私は︿隠密﹀で抜けられますから︒それに⁝⁝︒

カタリナ マルタ︑ごめんー︒

マルタ カタリナ様︑万が一のことがありますから︑ここは私が代わりに︒

カタリナ ぐぐぐ⁝⁝︒

スティア 捕まえる対象はもちろんカタリナ様です︒

逃走経路を先読みした用兵が︑ファーガルド部隊の行く手を的確に塞ぎつつあった︒

にやりと笑いつつ鞭を振り︑スティアの容赦のない指揮が飛ぶ︒

に鍛えたわたくしの包囲網戦術︑そうやすやすと抜けられはしませんよ眄﹂

﹁向こうのサモナーも︑流石にやりますね⁝⁝ですが眄 常日頃ニーナ様を逃がさないため

25

マルタ 捕まってひどいことをされるのは︑それはそれでワクワクします︵笑︶
︒

ＧＭ ブレないですねえ︵笑︶
︒では判定を︒ はそれなりに大変ですよ︒

マルタ おっと︒

ヌル ちょっ︑プレイヤーの声が出てる出てる眄

激突のバトルフィールド

オルカ フラグっぽいセリフだ︵笑︶
︒

マルタ 天運は１点使います︒大丈夫︑いけますよ︒

25

マルタ ︵サイコロを振って︶⁝⁝あ眄 全然ダメだ眄︵笑︶
カタリナ ちょっと眞

49

マルタ 出目が２ゾロ眄 達成値 眄 失敗です眄
20

カタリナ あ︑ちがう眄 ええと︑まともな人がいなくなったから眄︵笑︶

ヌル ちょっ︑ワタシは眞︵笑︶

カタリナ まずい︑マルタがいないとまずい︒色々まずい眄 軍師が︑いなくなった眄

マルタ 捕まってしまいました⁝⁝︒

スティア というわけで︑捕まえましたー︒

カタリナが九死に一生︑遺跡の外に脱出したとき盻眇その隣に︑マルタの姿は無かった︒

﹁マルタっ眞﹂

注意を自分に惹きつけ︑少しでも時間を稼ぐために︒

両手に針を構え︑追いすがる敵部隊の真正面へと躍り出る︒

もう二度と会えないかもしれないその姿を目に焼き付け︑マルタはあえて隠密を解く︒

︵カタリナ様盻眇ご武運を︶

いずれを優先するかなど︑聞くまでもない︒

主君の命と︑いち邪紋使いの命︒

いう冷徹な事実だった︒

導き出された結論はひとつ盻眇捨て駒となる者無しに︑この窮地はもはや脱出できないと

カタリナを虎口から逃がす手段を︑瞬時に脳内でシミュレートするマルタ︒

ＧＭ では︑カタリナを逃がすためにマルタが捕まる︑ということになります︒

オルカ やっぱりフラグだったか⁝⁝︒

カタリナ マルタ盻眈眈眈眈眇っ眄

50

えたメディニア側のシーンにいきましょう︒

ＧＭ 負けるフラグにしか見えないですよ眄︵笑︶ ⁝⁝ともあれ︑では次はマルタを捕ら

マルタ 絶対敵の拷問に負けたりしないっ眄︵笑︶

りました︒

ＧＭ ともあれ︑スーパー拷問マシーンことマルタ︑なんとここでメディニア軍の虜囚とな

オルカ どっちにしてもフォローになってない︵笑︶
︒

激突のバトルフィールド
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ニーナ ︵リプレイの口絵を見て︶割とタイトな格好しておるがのう︒

スティア 残しておきます︒

マルタ 服は眤

スティア それからもちろん拘束はしておきますわ︒

インク とりあえず︑武装は解除しようか︒

深見真︑筋金入りである︒

ヤーの僕の妄想が膨らんでまして︒
﹁自分ならこうする﹂みたいなのが︵笑︶
︒

マルタ いやあ︑マルタは別に拷問されるのが好きなわけではないんですが︑こう︑プレイ

ＧＭ なんか︑喜んでるように見えますね⁝⁝︒

マルタ 拷問するならするがいい眄 さあ眄 さあ眄 さあ眄︵笑︶

インク 無いから︑無いから眄

マルタ ああっ︑まずは焼きごてとペンチからっ眄︵笑︶

インク いや︑しないから︒

ニーナ 全裸眞

マルタ ああっ︑さっそく全裸にされて⁝⁝︵笑︶
︒

スティア まずは︑捕虜をニーナ様の前に連れていきましょう︒

ＧＭ では︑メディニア側のシーンになります︒

盻眇奇妙な鎧を着た少女だった︒

たのは︒

武器の入ったアイアンメイデンを奪われ︑手に縄を打たれた彼女が引き出された先に現れ

カタリナの身代わりとなる形で︑メディニアの虜囚となったマルタ︒

◆シーン３◆囚われのマルタ
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ヌル ちょっ︑それ眄 それ狙ってたでしょう眄

マルタ 盻眈眈眇くっ︑殺せ眄︵笑︶

ニーナ お眤

マルタ では︑捕まったからにはこの一言ではじめなければ︒

ＧＭ ではその状態でマルタはニーナの前に引き出されてきます︒

プロテア ひんむきやすそうね︵笑︶
︒

激突のバトルフィールド

インク ドがつくほどの定番セリフ⁝⁝眄︵笑︶
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マルタ はい︑是非言おうと思ってました︒いやあスッキリです︒

プロテア こちらは︿霊感﹀で︒⁝⁝達成値は ︒まずい︑ちょっと低めだ︒

ＧＭ では判定を行いましょうか︒

熱い舌が︑蛇のようにうねり侵入してくる⁝⁝マルタのすべてを︑溶かすために︒

盻眇そう気付いた時には︑もう遅い︒

キスをされているのだ盻眇敵の邪紋使いに︑自分とそう年の変わらなさそうなこの少女に

やおら︑動けないマルタの唇に柔らかいものが押し当てられた︒

﹁逆︑だと眤 それはどういう⁝⁝んむぅっ眞﹂

﹁苦痛眤 そんなことしないよ︒逆のものを︑たっぷり与えてあげるだけだから﹂

﹁無駄よ︒どんな苦痛を与えられようと︑私は決して盻眇﹂

プロテア では盻眇︒

ヌル おおおおおおおおおおん眄 ワタシが捕まればよかった盻眈眈眇っ眄︵笑︶

プロテア うん︒

ヌル 見せられないことするの眞︵笑︶

れないし︒

プロテア えーと︑じゃあ︑マルタをそこらの茂みに引き込みます︒⁝⁝ニーナには見せら

マルタ 何をしても負けない眄︵笑︶

カタリナ なんか熱い勝負が︵笑︶
︒

ヌル おおっ︑拷問対洗脳眄

プロテア んー︑なら魅了して本音を引き出そうかな︒

インク 強情そうだ︒

マルタ 我々はお前たちのような卑劣な連中とは違う眄

スティア どうにもファーガルド側の敵意が高いようです︒

ニーナ うううん︑トゲトゲしておるのう︒

どんな小さな情報も漏らさない眄﹂って言います︒

マルタ プレイヤーはそうですが︑マルタは本心ですよ︒
﹁私はどんな拷問にも屈しない︒

ニーナ 晴れ晴れした笑みを浮かべている︵笑︶
︒
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21

ヌル 全然ダメだ盻眈眈眈眈眇眄︵笑︶

マルタ こちらの︿意志﹀は⁝⁝達成値 です︒
16

プロテア あ︑あれ︑ずいぶんあっという間に落ちたなあ︵笑︶
︒

マルタ 絶対に屈しない眄 とろん︑くらいの速さで︵笑︶
︒

マルタ お姉様⁝⁝︒

55

一同 早いよ眄︵笑︶

マルタ そんな言葉︑信じられるはずがない眄

我々に協力しているのは穏健派なんですよ︒

スティア マルタさんには︑
〝森の民〟にも強硬派と穏健派がいる︑という説明をします︒

マルタ わかりました︒

ＧＭ その後の態度はお任せしますよ︒

プロテア ﹁１シーン中﹂だって︒このシーンが終わったら自由になるから︒

マルタ そういえば︑この魅了って効果時間はどれくらいなんでしょう︒

オルカ 完全に骨抜きにされているな︵笑︶
︒

プロテア うん︑ありがとう︒

警戒するのは必然︒⁝⁝でもお姉様は別です︵笑︶
︒

マルタ 我々にとって︑
〝森の民〟は不俱戴天の敵︒その〝森の民〟と組んだメディニアを

ニーナ むう︑わらわたちは危険ではないぞ眤

れるべく遺跡に来た︑という話はしましょう︒

マルタ なるほど︒では︑我々がメディニアを危険視し︑
〝聖女のクレスト〟を先に手に入

った人に話す程度には口が軽くなります︒仕事の秘密を明かすかどうかは別問題なので︒

ＧＭ 効果としては︑
﹁プロテアを親しい友人のように感じる﹂というものなので︑そうい

マルタ えーと︑これって全部ぺらぺらとしゃべっちゃうんでしょうか︒

プロテア ともあれ︑今は話を聞こうよ︒

ニーナ 大人は難しいのう︒

インク またその反応︵笑︶
︒

スティア それは⁝⁝︑こ︑子供の知ることじゃありません眄

ニーナ そ︑そうか⁝⁝︒
︵スティアに︶今︑なにがあったのじゃろう眤

プロテア ごちそうさま︒あ︑ニーナ︑もうこの子は噓つかないよ︒

マルタ というわけで︑目をハートマークにして出てきます︵笑︶
︒

ヌル 村娘でももう少しがんばるだろうに⁝⁝眄

カタリナ マルタ︑ちょろい眄
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プロテア うっ︑それは⁝⁝眄

込んで︑カタリナ様の弟アロイス様を狙ったという話が︒

マルタ しかしもうひとつ懸念事項もあって︑メディニアは我がファーガルドの王城に忍び

カタリナ ああ︑あのシュッとしたマルタはどこに⁝⁝眄︵笑︶

マルタ お姉様が言うなら信じます︒

プロテア 本当だよ︒
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スティア そうか︑もちろんばれているのですよね︒

57

プロテア その⁝⁝︑正直ごめん︵笑︶
︒

インク どう眤

マルタ オルカ眤 オルカは⁝⁝⁝⁝︒

に来なかったか眤 こちらでオルカを名乗る輩がニーナ様を襲った︒

インク ファーガルドにオルカという邪紋使いがいるはず︒そのオルカは︑先日メディニア

マルタ なにか眤

インク 私はどちらでもいいんだけど︒⁝⁝あ︑マルタには個人的に聞きたいことが︒

プロテア しーっ︒

インク ⁝⁝⁝⁝言い方が変わっただけ︒

ニーナ あ︑それならいいのじゃ︒さすがプロテアだ︒

ァーガルド陣営に伝えるのはどう眤

プロテア それじゃあ︑この子を返す時に﹁メディニアは戦をするつもりはない﹂って︑フ

ニーナ そ︑それはケンカにならないか眤

スティア このマルタを人質に︑交渉のテーブルを作りましょう眄

ニーナ しかしこの後どうするべきか⁝⁝︒

インク 複雑というかどろどろなんじゃない眤︵笑︶

カタリナ なんだか複雑な人間関係が眄

スティア それを︑
﹁ぐぬぬ﹂と見ています︒

プロテア ごめんね︑とマルタの頭を撫でて言いましょう︒

マルタ 自分でも驚きです︵笑︶
︒

オルカ まさか攻められるとこんなにも弱いとは︵笑︶
︒

ヌル 弱い眄 弱いですよマルタ眄

マルタ でも今は魅了中なので信じます︒⁝⁝お姉様の言うことであれば︵笑︶
︒

ヌル ふふん︑口ではなんとでも言えますがね︒

解させるよね︒

プロテア 危害を加えようとしたんじゃなくて︑話がしたかっただけなんだけど︒あれは誤

ニーナ 素直なのじゃ︵笑︶
︒
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そっちでは︑という話をしましょう︒

マルタ サーペントという︑オルカを狙う邪紋使いがいる︒そいつも魚人だから︑おそらく

インク そうか︒だとすると︑あの魚人は眤

マルタ 城にいたから︑メディニアに行っていたはずはないと思う︒⁝⁝と答えます︒

オルカ 延々と釣りをしていたころかな⁝⁝︵笑︶
︒

マルタ ずっと暇そうにしていた︵笑︶
︒
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インク サーペントか︒⁝⁝ありがとう︒
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ニーナ 察するにファーガルドに向けて放った使者を殺したのもそやつかのう︒

ＧＭ では︑一方その頃︒ファーガルド側のシーンとなります︒遺跡から脱出し︑どうにか

たメディニア軍への怒りで︑灼き焦がれんばかりであった︒

カタリナの胸中は︑その場にいないマルタへの心配と︑その姿を無慈悲に吞み込んでいっ

だが︑我が身の無事を素直に喜べるような余裕はない︒

遺跡から脱出したカタリナたちは︑ネールバウアー将軍率いる本隊との合流に成功した︒

時間軸は︑少しさかのぼる︒

◆シーン４◆加速する敵意

ＧＭ それでは一旦そこでシーンを切ります︒

スティア 了解しました︒

ニーナ うむ︒向こうに使者を送っておこう︒

ＧＭ では︑マルタの身柄をダシにしつつ︑交渉の機会を持つという方針でＯＫですね眤

ニーナ なんでもない眄 なんでもないぞ眄︵笑︶

スティア んんっ眄 何かおっしゃいましたか眤

ニーナ うむ眄 そうすれば⁝⁝︵小声で︶クレストは全部カタリナに任せられるし︒

プロテア そうだね︒そうなるといいね眄

ニーナ それなら話し合いはできるかもしれんな眄

スティア 可能性は高いかと︒
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オルカ 敵の手に落ちたからな⁝⁝︒

ヌル きっと死んでしまったに違いない眄 かわいそうなマルタ眄

マルタ いや︑生きてますよ︵笑︶
︒

ってこない眄

ヌル ワタシはわんわんと泣いていましょう︒なぁぁぁぁぁんてことだ眄 もうマルタは帰

ネールバウアー将軍が連れてきた軍と合流したところからですね︒
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カタリナ 生きてる眄 生きてるよ眄 わたしはそう信じるよ眄
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ヌル あれ︑⁝⁝⁝⁝でもマルタがいないと︑カタリナを口説き放題眤 これはチャンス眤

ＧＭ ﹁了解いたしました︒我が聖印にかけて﹂

かも︒おじさまには︑
﹁ありがとう︒でもマルタは必ず助けるから﹂って答えましょう︒

カタリナ わたしもものすごい焦っていると思います︒でもおじさまの言葉で少し落ち着く

ヌル 我々は行き当たりばったりですからねぇ︵笑︶
︒

オルカ 実はマルタがいないから︑冷静に意見を言う人がいないんだよな︒こっち︒

カタリナ う⁝⁝︒

を申し立てることはいたしませぬ︒ですが焦らずにお決めになった方がよいかと﹂

計にも感じられます︒無論︑カタリナ様がお決めになったことに︑このネールバウアー異議

ＧＭ ﹁マルタが囚われの身になったことは一大事︒ですがこのまま正面衝突に移るには早

カタリナ どうしたの眤

ＧＭ ﹁お待ちくださいカタリナ様﹂と︑ネールバウアー将軍は止めます︒

カタリナ 今すぐに軍を率いてマルタを⁝⁝︒

オルカ そうだそうだ︒まだ見たことはないが︵笑︶
︒

カタリナ マルタが捕まったから眄

ヌル きっとそうに違いありません眄

な手を打つ危険人物⁝⁝ということですか眤﹂

﹁メディニアと〝森の民〟
︑そしてブランシュなる輩が協力体制に︒向こうの君主はそのよう

ＧＭ 了解しました︒ではネールバウアーは﹁ううむ﹂とうなりつつ︑腕を組んで言います︒

前回得た情報をひととおり話します︒

カタリナ マルタを取り戻さないと⁝⁝眄 と言ってから︑ネールバウアーのおじさまには

ＧＭ ﹁なんと︑マルタが⁝⁝眄﹂

ニアに捕まった︒

カタリナ 〝聖女の遺跡〟を先に押さえたかったの︒でもそれは失敗して︑マルタがメディ

でなにより眄 唐突に先行されたので心配しましたぞ眄 なぜこんなことを眄﹂

ＧＭ ではそこにネールバウアー将軍が走ってやってきます︒
﹁か︑カタリナ様眄 ご無事

カタリナ チャンスじゃないよ眄 どうやってマルタを取り戻すか考えないと眄
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﹁
〝樹竜の森〟外縁より奇襲眄 メディニアではありません眄 〝森の民〟です眄﹂

盻眇﹂と言いかけたところで︑伝令の兵士が飛び込んできます︒
﹁報告です眄﹂

ＧＭ ネールバウアーは︑
﹁まずは軍を編制しつつ︑相手の情報を集めましょう︒それから

カタリナ それは言わない約束で︵笑︶
︒

マルタ こんなに心配されているのに︑私はあっという間に魅了されている⁝⁝︵笑︶
︒
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ヌル なんと眄

ニーナ ⁝⁝何を企んでいるのかのう眤

ヌル まあ︑作戦というには行き当たりばったりですが︒

オルカ 了解︒任せておけ︒

カタリナ うん︑それでいこう眄

程なくして︑三人のプレイヤーは定位置へと戻った︒

身を寄せ合って︑小声で作戦会議をするカタリナ︑ヌル︑オルカ︒

カタリナ なになに眤

ヌル あんまり強くなかったですからねぇ︒⁝⁝⁝⁝じゃあ︑こういうのはどうです眤

オルカ うん︑メディニア本陣まで行かない気がする︵笑︶
︒

カタリナ あいつらかー︒

が︑襲ってきている連中はファーガルドの砦を攻撃していた連中に見えます︒

ＧＭ 今のところ︑そんなに大規模ではないですね︒それからカタリナたちにはわかります

カタリナ 襲撃の規模は眤

オルカ この襲撃で︑向こうがそこまで慌ててくれるのか眤

ヌル うーん︑メディニア本陣に突っ込むことになりますねぇ︒

カタリナ ︵ヌルに︶⁝⁝この隙にマルタを助け出すって︑できるかな眤

ＧＭ ネールバウアー将軍は﹁カタリナ様︑いかがいたしますか﹂と聞きます︒

インク おそらくは︒

スティア 〝白き災いの民〟かしら︒

ＧＭ もちろんメディニア側も同じ情報がもたらされていると思ってください︒

ニーナ なんじゃと眄

まして⁝⁝﹂

ＧＭ 伝令は首を振ります︒
﹁それが︑
〝森の民〟は我々とメディニア双方に攻撃をしており

オルカ これはメディニアとの挟み撃ちか眤
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ＧＭ では︑一度ここでシーンを切りますね︒

スティア 何が来てもはねのけるだけです眄

プロテア わからないけれど︑あんまりいい予感はしないね︒
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﹁血を眄 奴らの血を︑我らの血を眄 ブランシュ様に捧げるのだ眄﹂

グリーズの太い声が︑圧倒的な説得力をもって闘争心を加速させる︒

偉大なる神の名を聞き︑畏敬と恐怖に災いの民たちが殺気だつ︒

らどうしてかの神を奉ぜようか眄﹂

﹁
〝白き無貌の神〟ブランシュの膝元を汚す愚か者ども眄 奴らを生け贄に捧げずして︑我

両軍ともお互いに注意を向けており︑第三勢力の存在にはまだ気がついていない︒

メディニアとファーガルドの軍勢を錫杖で指す神官グリーズ︒

﹁あの者たちを見よ眄﹂

ＧＭ そんなところです︒そしてグリーズは続けます︒

スティア 同じ〝森の民〟でも︑結構違いがあるのですね︒

ニーナ エルとリンデたちは違うぞ眄

ヌル 要は野蛮なんですな︒

よ︒両方を兼ね備えた彼がリーダーです︒

ＧＭ 〝白き災いの民〟は︑
﹁神の声が聞ける﹂ことと︑
﹁強い﹂ことがステータスなんです

ニーナ あんまり神官らしくないのう︒

プロテア マッチョなの眤

花崗岩を削り出したような筋肉質の腕が︑禍々しい頭骨をあしらった錫杖を天に掲げる︒

〝白き災いの民〟を束ねる指導者︑神官グリーズである︒

戦の予感にはやる戦士たちの間を割って進み出た︑ひとりの巨漢︒

ＧＭ 襲撃をかけてきた〝白き災いの民〟の演出を︒時間軸は襲撃直前になります︒

ニーナ お眤

ＧＭ ここでひとつ︑マスターシーンを挟みます︒

にギラついていた︒

〝白き災いの民〟盻眇彼らの濁った瞳は︑これから始まろうとしている闘争と殺戮への期待

その髪は一様に︑一房だけが白く染まっている︒

手に手に獣骨の刃や弓を構えた軽装の一団が︑そこに集結していた︒

聖女の遺跡を眼下に望む︑小高い丘の上︒

◆シーン５◆白き災いの民
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獣のごとき戦の咆吼が上がる︒
骨の武具が打ち鳴らされる︒

ニーナ わらわたちもじゃ眄

カタリナ 不意打ちくらいでウチの軍を破れると思うなー眄

ＧＭ では︑改めて襲撃に対する反応を行っていただきます︒

反応は早かった︒

だがメディニア︑ファーガルド︑両軍は共に〝森の民〟と戦い続けてきた歴戦の勇士︒

白き災いの民の襲撃は︑確かに不意打ちだった︒

◆シーン６◆襲撃︑そして盻眇眤

魔神官の号令一下︒白き災いの軍勢が︑眼下の両軍めがけて殺到してゆく︒

﹁ゆけ眄 戦士たちよ眄﹂
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てもらいます︒合計が を超えると〝白き災いの民〟の襲撃をはねのけたことになり︑それ

ＧＭ いい気合ですね眄 では処理方法を説明します︒ここは達成値の合計を両陣営で出し
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ＧＭ 判定ができるとするとメディニア側ですね︒今は縄を打たれているので動けませんが︒

マルタ メディニアに捕まってる私はどっちに⁝⁝眤

オルカ ん眤 両陣営眤 ということは盻眇︵マルタを見る︶
︒

を超えた分だけ逆に相手にダメージを与えたことになります︒
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マルタ ではメディニア陣営に︑
﹁縄を解いてください眄 〝森の民〟は私にとっても敵眄
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それに今さらプロテアお姉様を裏切ったりはしません眄﹂と言います︵笑︶
︒

ＧＭ 判定は先ほどと同じ︑
︿軍略知識﹀
︑ないしは攻撃系の技能です︒先に人数の多いメデ

マルタ だんだん裏切り者になってきた気分︵笑︶
︒

オルカ そうなるな︒

カタリナ マルタがいないから︑こっちは負担が大きいんだ︒

ＧＭ ではマルタはメディニア側の判定に参加する︑ということで︒

マルタ ありがとうお姉様眄

プロテア まあ⁝⁝︑信じていいんじゃないかな︒可愛いし︵笑︶
︒

ニーナ う︑うーん眤 う盻眈眈眈眇ん眤 プロテア︑どうしよう眤

スティア ど︑どうしましょうニーナ様︒

マルタ そんなわけで︑縄を解いてもらったら一緒に戦います眄

スティア これが⁝⁝寝取られ眄︵笑︶

カタリナ なんかすごい悔しいよ眞

マルタ カタリナ様は唯一の例外だったんですが︑カタリナ様とは主従の関係だったので︒

プロテア あたしもわからない︵笑︶
︒

ヌル あれって︑優しくされた扱いなのですかねぇ⁝⁝︵笑︶
︒

に優しくされたことが無かったのです︒

マルタ ちなみにマルタは騎士の道を挫折して以降は︑ずっと日陰者として生きてきて︑人

インク プレイヤーレベルでわかりあっている⁝⁝眄︵笑︶

オルカ いいですよねえ眄

ニーナ 年下の〝お姉様〟っていいじゃないですか眄 ねえ眄

〝お姉様〟というところが重要なんですよ眄

オルカ プレイヤーとしてあえて言いますが︑年齢なんてどうでもいいじゃないですか眄

ＧＭ プロテアは実年齢不詳なんで︑わかりませんけどね︒

プロテア 下手するとマルタの方が年上なんだけどな︵笑︶
︒

ヌル ダメだ︑完全に籠絡されてる︒

カタリナ マルタ盻眈眈眇っ眄︵笑︶
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マルタ 私は薬品系で︒

インク こちらは閃光弾で無力化しよう︒

プロテア はいはい︒じゃあ攻撃じゃなくて誘惑にしようかな︒

スティア 承知いたしました︒

ニーナ 皆の者眄 なるべく死人は出さぬように眄

ィニアからいきますか︒
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マルタが仲間︵眤︶に加わり︑五人で判定をすることになったメディニア側︒
ここでインクがまたしてもクリティカルを出したことにより︑なんとスティアを残してあ

スティア では︽ファイアボール︾を使って援護をしましょう︒⁝⁝達成値 です︒

カタリナ・オルカ ︵うなずく︶

ヌル ほほう⁝⁝︵ちらっとカタリナとオルカを見る︶
︒

ＧＭ なるほど︑できますよ︒蹴散らした後であればＯＫです︒

スティア そうですね⁝⁝︒例えばファーガルドを助けることはできますか眤

ＧＭ ですね︒どうします眤

プロテア スティアの行動余っちゃったね︒

ニーナ ふふふ︑勝ちじゃ眄

っさりと判定を突破する︒
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自殺行為眤 もちろん違う︒

殺到する白き災いを前に︑武器も持たずたったひとり立ちはだかるオルカ︒

オルカ 任せろ︒まず俺は変身して達成値を稼ぐ︒

カタリナ ヌル︑オルカ︑やることはわかってるわね眄

ＧＭ 了解です︒ではファーガルド側︒

スティア あ︑直撃ではなく威嚇気味で︒ニーナ様の指示がありますから︒

形を大きく乱します︒

ＧＭ ファーガルドを襲った〝白き災いの民〟の横から︑スティアの放った火球が炸裂︒陣

25

気合一閃︑青年の姿が人ならざる巨軀へと変貌してゆく盻眇海の青と波の白︑二色の強靭
その表情なき顔が放つは︑聞く者すべてを圧倒する︑あの咆吼盻眇眄

な外皮をまとう魔人へと眄

オルカ ギョギョギョギョギョ盻眈眈眇っ眄
一同 でたー眄︵笑︶
オルカ そして︿格闘﹀で攻撃︒⁝⁝⁝⁝達成値は 眄
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ＧＭ さすが変身後のオルカ︒一気に稼ぎましたね︒シャチを模した異形の巨人が︑
〝白き

29

災いの民〟の中央で暴れ回る︒残り達成値は です︒

カタリナ

なら︑わたしが普通に攻撃してＯＫかな︒⁝⁝うん︑達成値 ︒

12

18

壊させる︑という感じですね︒
〝白き災いの民〟は散り散りに逃げていきます︒

ＧＭ 了解です︒オルカがかき回したところに︑カタリナ率いる本軍がなだれ込んできて崩

12

カタリナ よーし眄 じゃあヌル眄
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ヌル わかっていますとも︒近づいてきたスティアを捕まえましょう眄

ヌル 命中達成値は 眄 ︿回避﹀をどうぞ眄

スティア プロテアさんんんんんんん眞︵笑︶

プロテア でもわかる︒スティアはいじめたくなるよね︵笑︶
︒

スティア 助けに行ったのにこの仕打ち盻眇眄

地獄じゃあああああああああ眄︵笑︶

ヌル あったのです眄 というわけで︽サモン キラーヴァイン︾眄 メイドさん触手悶絶

スティア そ︑そんな話が眄

オルカ まさしく蜘蛛の巣に突っ込んできた蝶のようだ︒

い眤﹂ってさっき話してたところだったから盻眇︒

カタリナ そうそう︒あと﹁向こうの誰かを捕まえれば︑マルタと捕虜交換できるんじゃな

プロテア ああ︑メディニアが︽ファイアボール︾で砲撃してきたみたいな︒

ちは今のを援護射撃だと認識できないということで眄︵笑︶

ヌル プレイヤー的には非常に︑非常に︑ひっっっっっじょうに心苦しいのですが眄 こっ

スティア え盻眈眈眈眈眇っ眞
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やかな悲鳴をもらす︒

メイド服の上から︑首筋や控えめな胸︵自己申告︶をきつく締め上げられ︑スティアは甘

腕に足に︑太いツルめいた触手が巻き付き︑瞬く間に動きを封じられてしまう︒

﹁え⁝⁝っきゃあぁぁぁぁ盻眈眇っっ眞﹂

その背後に︑いつの間にやらしゅるしゅると迫るモノがあった︒

〝白き災いの民〟への攻撃に専念するスティア︒

スティア ︵しばし悩んでから︶素で振ります︒⁝⁝達成値 ︒ああっ眄

インク それでいいのか︵笑︶
︒

マルタ 私が向こうにいないですからね︵笑︶
︒

プロテア 大丈夫︑捕まってもひどいことはされないよ︒

スティア か︑
︿回避﹀は苦手⁝⁝眄 でも天運をここで使うには⁝⁝眄

26

ということで⁝⁝︒

ＧＭ ︽キラーヴァイン︾は引き寄せ効果もありますからねぇ︒これはスティアは捕まった

オルカ ギョーッギョッギョッギョ眄︵笑︶

ヌル はーっはっはっはっは眄

﹁ちょ︑やぁっ⁝⁝眄 な︑なんでわたくしがこんな目にぃ盻眈眇っっ眞﹂

激突のバトルフィールド

スティア あれ盻眈眈眈眈眇︑捕まりました盻眈眈眈眈眇︒
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プロテア あの子︑自分が心配されるためにわざと捕まってたりして⁝⁝︵笑︶
︒

©Shunsaku Yano, Kou Shigenobu, sun-3, NOCO 2014

ＧＭ では︑次のシーンは会談のシーンとしましょうか︒

プロテア ま︑そろそろ話し合いもしないと誤解解けないしね︒

ヌル すいません︑もうしてしまいました︵笑︶
︒

ニーナ 一も二もなく了解じゃ眄 スティアにひどいことするでないぞ眄

カタリナ 捕まえてから改めて︑メディニア側に捕虜交換を申し出る眄

インク 否定しきれないなにかがある︵笑︶
︒
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